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一般社団法人 神奈川県バスケットボール協会
U-12 部会 横浜支部 北部地区
【横浜市北部ミニバスケットボール連盟】

4月16日（土）　18時より（リモート会議）



2021年度 総務委員会 活動報告 

 

◆ 定期総会の開催 

 （一社）神奈川県バスケットボール協会 U１２部会横浜支部北部地区の総会は、事前のメ

ール配信と４月１７日にリモートにて開催し、採決を行いました。 

 大人数でのリモート開催となりましたが問題なく議事進行し議案についても承認されました。 

 

◆ 代表者会議の開催 

 中止となった大会以外でも代表者会議は中止をし、メールにて大会要項の配信や周知、

抽選については北部地区役員による責任抽選を実施しました。 

 前期リーグ戦 ４月１８日に責任抽選を実施 

 後期リーグ、北部地区秋季大会兼横浜決勝大会予選の代表者会議は中止 

 卒業生大会、新人戦は大会が中止 

 

◆ 理事会の開催 

 ZOOMを利用したリモート会議を開催し話し合いを重ねました。 

内容  

1. 大会の開催や延期や中止、大会運営の仕方、会場確保について 

2. 選抜選手選考基準や方法について など 

 

◆ 表彰式の運営 

 決勝大会予選（チャレンジ・フレンド）最終日 新石川小学校にて開催 

 表彰式の準備と運営。出場チームや選手紹介アナウンスの実施 

 

◆ 懇親会の開催 

 新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止 

 

◆ 記念品の作成、フリースロー大会の開催 

 記念品はクリアファイルを作成 

 フリースロー大会は中止 

 

◆ その他 

 総会議案作成・理事会議事録の作成・総務委員会 ZOOM会議開催 



2021年度 競技委員会 活動報告 

 

《2021年度 前期リーグ戦大会》 

日程： 新型コロナウィルス感染症拡大防止を図りながら、２１年 4月～２２年 3月にかけて開催し、 

     ほぼすべてのチームが 6試合以上を実施 

会場： 会場校多数のため、割愛させていただきます 

     会場提供にご協力いただきありがとうございます 

 

《2021年度 後期リーグ戦大会》 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、実施できず 

 

《【U12部会事業】 県大会北部予選》【チャレンジカップ】【フレンドシップカップ】 

日程： 10月 16日～12月 5日 

会場： いぶき野小学校、十日市場小学校、桂小学校、小机小学校、鴨志田緑小学校、 

     篠原西小学校、新石川小学校、山内小学校、山下みどり台小学校、都築Ｓ．Ｃ．鶴見Ｓ．Ｃ. 

〈結果〉  ※出場権獲得 

  チャレンジカップ  男子   ：駒岡 

                  女子   ：東本郷 

  

フレンドシップカップ 男子   ：鴨志田緑、西寺尾第二 

    女子   ：いぶき野、鴨志田緑  

 

《第 41回 卒業生大会》 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、実施できず 

 

《第 37回 新人戦》 

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、実施できず 

 



2021年度 審判委員会 活動報告 

 

研修会 

第 1回   日時・会場    4月 資料配布 

対象  各チーム 

内容  Ｔ・Ｏ研修会 

 

第 2回   日時・会場    5月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

対象  帯同審判員・希望者    

内容  ケーススタディ 

 

第 3回   日時・会場    7月 18日（日）   港北スポーツセンター 

対象  公認審判員・強化審判員・指名審判員 13名   

内容  北部選考会を使用しての研修会 

 

第 4回   日時・会場    8月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

対象  帯同審判員・希望者    

内容  ケーススタディ 

 

第 5回   日時・会場    9月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

対象  指名審判員   

内容  秋季大会最終日を使用しての研修 

 

第 6回   日時・会場    12月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

対象  帯同審判員・指導者    

内容  ケーススタディ 

 

第 7回   日時・会場    2月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

対象  指名審判員   

内容  卒業生大会最終日を使用しての研修 

 

第 8回   日時・会場    3月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

対象  指名審判員   

内容  新人戦最終日を使用しての研修 



2021年度 技術委員会 活動報告 

 

1.  U12DC北部地区選抜選手選考会 

日 時 2021年 7月 18日 

場 所 港北スポーツセンター 

参加者 県登録をしているチームの 6年生で、各チームの指導者により、 

選考会出場基準にみあうと推薦された選手 

内 容 ファンダメンタル練習、ミニゲーム等による選考 男女各 12名を選出 

2. 横浜市選抜選手横浜支部交歓会 

新型コロナウイルス感染症予防のため中止 

3. U12DC地区交流会 

新型コロナウイルス感染予防のため中止 

4. 北部地区選抜練習会 

1. 2021年 11月 23日（祝）菊名小学校 

男女各 12名の選抜選手+Ｂ選抜候補 18名による練習会 

（Ｂ選抜候補より 3名をフェスティバル参加のＡ選抜として繰り上げ） 

2. 2021年 12月 3日（金）牛久保小学校 

    フェスティバル参加選手 男女各 15名による練習会 

5. 横浜バスケットボールフェスティバル 

日 時 2021年 12月 19日(日) 

場 所 横浜武道館 

参加者 北部地区選抜選手 男女各 15名 

内 容 横浜市各地区間での交歓試合 

   結 果 男子  北部 24-35中部   

女子  北部 33-46中部 

6. 北部・川崎地区育成交流会 

1. 2021年 12月 25日（土） 横浜国際プール 

横浜ビーコルセアーズ VS 琉球ゴールデンキングス ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝｹﾞｰﾑ 

   両地区 B選抜男女各 15名による交流試合 

2. 2022年 3月 26日（土）とどろきアリーナ 

    川崎ブレーブサンダース VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝｹﾞｰﾑ 

    両地区 A選抜男女各 15名による交流試合 

7. 神奈川県Ｕ12育成センターへの選手推薦 

1. 県DC参加選手・・・男子 駒岡⑤栗山 泰青 / 鉄⑤竹渕 桔平 

女子 東本郷④鬼頭 佑実 /  東本郷⑤松枝 ティナ 

2. 地区優秀選手・・・ 駒岡⑤栗山 泰青 / 東本郷④鬼頭 佑実 
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 2021年度 広報委員会 活動報告 

 

◆ 前・後期リーグ戦、決勝大会の各対戦表および結果の配信と HP掲載 

◆ 神奈川県バスケットボール協会 U-12部会 横浜支部会員名簿の集配信および原稿の校正。 

◆ 神奈川県バスケットボール協会 U-12部会 横浜支部・北部地区会員名簿の集配信および原

稿の校正。 

上記、名簿代金の集金。 

◆ その他 

1. 神奈川県バスケットボール協会 U-12 部会 横浜支部会からの連絡情報を各チーム

へメール転送。 

2. 神奈川県バスケットボール協会U-12部会 横浜支部・北部地区からの連絡情報を各

チームへメール転送。 

◆ ホームページ・サーバーの移行。 

※ 突然のサーバー移行となってしまい各チームの皆様には大変ご迷惑をお掛けして申し

訳ありませんでした。 

 

 





2022年度 総務委員会 活動計画（案） 

 

◆ 定期総会の開催 

 ４月１６日 or１７日北部地区の定期総会を予定 

 開催方法はリモート会議を予定 

 

◆ 代表者会議の開催 

・ 大会開催前に代表者会議を開催して大会要項の説明、抽選を行います。 

リーグ戦 大会要項の説明 ４月  日 

北部地区秋季大会 兼 横浜決勝大会予選 代表者会議 ９月 

卒業生大会・新人戦 代表者会議 １２月  日 

 責任抽選の在り方について公開にて行います。 

◆ 理事会の開催 

 代表者会議の準備、選抜選手の選考のために理事会を開催します。 

 

◆ 表彰式の運営 

 大会最終日に開催される表彰式の準備と運営。 

 出場チームや選手紹介アナウンスの実施 

 

◆ 懇親会の開催 

 前期リーグ戦終了後などに保護者、指導者、他チームとの交流を目的とした懇親会を

開催します。 

 

◆ 記念品の作成、フリースロー大会の開催 

 卒業生大会の開催記念品の作成とフリースロー大会を実施します。 

 

◆ その他 

 総会議案作成・理事会議事録の作成・総務委員会 ZOOM会議開催 

 

～ 総務委員会として ～ 

今後、徐々に以前の活動形態に戻っていく中で、総務委員会内での仕事の役割分担についても

話し合っていき、個々の負担を減らすとともに一人一人がきちんと責任をもって活動していけるよう

考えていきます。 



2022年度 競技委員会 活動計画(案) 

 

《2022年度 リーグ戦交流大会》 

日程 ：2022年 5月上旬～2023年 2月末の土・日・祝日 

備考 ：リーグ形式による 9試合を実施 

 

《【U12部会事業】 県大会北部予選》【チャレンジカップ】【フレンドシップカップ】 

日程 ：10月 1日～11月 6日 

備考 ：11月 6日(日)までに大会を終了すること  

 

《第 41回 卒業生大会》 

日程 ：1月～2月の土・日・祝日 

※リーグ戦の実施状況により日程が変わる可能性があります 

 

《第 37回 新人戦》 

日程 ：2月～3月上旬の土・日・祝日 

※リーグ戦の実施状況により日程が変わる可能性があります 

 

 

⚫ 上記すべての大会において考慮される学校行事は、下記の行事のみとします。 

修学旅行、運動会(予備日含む)、5年の宿泊行事のみとなります。 

 （学校行事考慮校は 1校のみとなりますが、横浜市への登録と北部地区への登録は同一校で 

 ある必要はありません。 

北部地区で登録いただいた考慮校は、北部地区内の大会において行事を考慮します。） 

   



2022年度 審判委員会 活動計画（案） 

 

１． 研修会 

第 1回    日時・会場ああ 4月 16日（土） 13:00～17:00（二部制） 都筑 SC 

対象・内容ああ各チーム選手・指導者 / Ｔ・Ｏ研修会 

第 2回    日時・会場ああ 4月 23日（土） 受付 18:15 開始 18:30  小机小学校  

対象・内容ああ帯同審判員・希望者 / ケーススタディ 

第 3回    日時・会場ああ 7月上旬 

対象・内容ああ公認審判員・強化審判員 / 選抜選考会を使用しての研修  

第 4回    日時・会場ああ 8月下旬 （未定） 

対象・内容ああ帯同審判員・希望者 / ケーススタディ 

第 5回    日時・会場ああ 9月下旬 (未定) 

対象・内容ああ指名審判員 / 秋季大会最終日を使用しての研修 

第 6回    日時・会場ああ 1月下旬 (未定) 

対象・内容ああ帯同審判員・希望者 / ケーススタディ 

第 7回    日時・会場ああ 2月中旬 (未定) 

対象・内容ああ指名審判員 / 卒業生大会最終日を使用しての研修 

第 8回    日時・会場ああ 3月上旬 (未定) 

対象・内容ああ指名審判員 / 新人戦最終日を使用しての研修 

※未定になっている研修会につきましては、開催の有無が分かり次第、ご連絡いたします。 

日頃より、審判活動にご協力、ホイッスルカバー等の対応ありがとうございます。また、レフリー

マスクの着用は任意ですが、自身の感染予防として着用を推奨します。新型コロナウイルスの影

響で審判をする機会が少なく不安を感じている指導者の方も多くいると思います。それは、公認

審判員も同じです。これから審判をしていき、レベルアップをしてもらえればと考えています。 

２． JBA公認審判員 （◆マークは 2021年度 新規公認） 

   Ａ級審判員  山岡 忠 

Ｂ級審判員  稲垣 吏絵 中島 定治 津島 周平 ◆榛澤 直行 

   Ｃ級審判員  井上 麻佐美 岸本 令奈 

   Ｄ級審判員  舘沼 健太 児島 綾乃 蜂屋 二郎 細井 貴裕 亀田 勝已   

３． 北部地区 強化審判員 

 ・鈴木 駿輔  ・中筋 真路 



2022年度 技術委員会 活動計画(案) 

 

1. 選手育成活動・・・年間を通して選手の育成活動をおこなう 

⚫ 育成スケジュール 

① 6月 選考会 県登録しているチームの 6年生で、各チームの指導者から推薦 

された選手が参加。（各チーム最低 1名）男女各 27名程度を選出 

② 7月 練習会 ➀で選出された者が参加。Ａ選抜 12名を選出（残りはＢ選抜） 

③ 7月 横浜市選抜選手横浜支部交歓会 

           Ａ選抜男女各 12名が参加。各地区選抜選手による練習及びゲーム 

④ 8月 Ｕ１２ＤＣ地区交流会 

日 時  2022年 8月 

場 所  ひらつかサン・ライフアリーナ 

参加者  Ａ選抜男女各 12名 

内 容  神奈川県各ブロック選抜チームでの交歓試合 

⑤ 10月 練習会 6月の選考会にて選出された男女各 27名程度 

⑥ 11月 北部・川崎地区育成交流会 

両地区Ｂ選抜選手による練習会 or交歓試合 

⑦ 12月 横浜バスケットボールフェスティバル 

日 時  2022年 12月 

場 所  横浜武道館 

参加者  Ａ選抜+3名 男女各 15名 

内 容  横浜市各地区間での交歓試合 

⑧ 3月 練習会 男女各 27名程度の選抜選手+ピックアップされた 5年生数名 

⑨ 3月 北部・川崎地区育成交流会 

⑧の練習会参加者より男女各 15名程度が参加 

 

⚫ 神奈川県Ｕ12育成センターへの選手推薦 

県 DC参加選手・地区優秀選手 等の選出 

 

2. 指導者育成サポート・・・北部地区の指導者が共に向上できる働きかけ 

役割  

① マンツーマン推進 ・マンツーマン・ディレクターとして 
 県や市との情報共有 
 コミッショナー割り当て 

② 指導者ライセンスの集約 

③ 指導者向け講習等の実施や、情報の提供 



 2022年度 広報委員会 活動計画(案) 

 

１ リーグ戦・決勝大会・卒業生大会の予定および結果のメール配信 

   →正確に、迅速に。各委員会との連絡・確認を密に行う。 

   →情報伝達のスピードアップ、「横浜市北部ミニバスケットボール連盟ホームページ」の 

運営及び管理。 

   →メール配信を利用し、加盟チーム、指導者への大会情報及び連絡情報の提供。 

 

２ 会員名簿の集配信および原稿の校正 

  ・横浜市部 会員名簿の集配信 

  ・神奈川県バスケットボール協会 U-12部会 会員名簿の集配信 

  ※2022年度からは名簿代金は振込方式に変更させて頂きます。 

   振込手数料は各チームご負担となる事をご了承下さい。 

 

３ 横浜北部支部の活動の情宣 

   →広報活動の活発化のため、「横浜支部・北部地区ミニバスケットボール連盟ホームページ」を

活用し、連盟活動紹介および大会の成績、その他 

 

４ 大会運営円滑化のための情報提供 

    文書作成配布、メーリングリストとともに、「横浜支部・北部地区ミニバスケットボール連盟 

    ホームページ」を使って、 

事前告知を徹底することで会場使用等の注意を促し、トラブル防止とマナー向上の 

啓蒙に努める。 

 

  参考資料＞http://yokohamahokubu.yokohama/ 

 

 

http://yokohamahokubu.yokohama/


役割 氏名 チーム

1 　会長 　池崎　則明
2 　副会長 　会長補佐 　中村　安伸 　霧が丘
3 　　〃 　青木　一泰 　山内
4 　理事長 　海老原　寿佳 　菊名
5 　ブロック代表・理事長補佐 　藤木　甲奈 　榎が丘
6 　審判委員会担当 　山岡　忠 　東本郷
7 　技術委員会担当 　奥山　紀子 　菊名
8 　競技委員会担当 　蓬原　正伸 　十日市場
9 　理事 　総務委員長　 　木村　聡子 　山内
10 　　〃 　総務副委員長　 　小林　禎 　片倉
11 　　〃 　総務副委員長　 　稲垣　敦子 　すみれ
12 　総務委員 　名渡山　茂 　中山
13 　　〃 　中川　平 　西寺尾第二
14 　　〃 　細谷　悠史 　六角橋ﾌｫﾙﾃｨｯｼﾓ
15 　　〃 　北野　絢美 　いぶき野
16 　　〃 　山本　彩花 　山内
17 　　〃 　内山　貴央 　横浜山田
18 　理事 　競技委員長 　池田  憲彦 　田奈
19 　　〃 　競技副委員長 　椎屋  英二 　森の台
20 　　〃 　競技副委員長 　長澤　元 　篠原
21 　競技委員 　吉田　稔 　新吉田
22 　　〃 　亀田　勝己 　いぶき野
23 　　〃 　岸　等 　師岡
24 　　〃 　小池　龍一郎 　谷本
25 　理事 　審判委員長 　中島　定治 　長津田第二
26 　　〃 　審判副委員長 　舘沼　健太 　JAZZ
27 　　〃 　審判副委員長 　津島　周平 　山内
28 　　〃 　審判副委員長 　榛沢　直行 　駒岡
29 　審判委員 　稲垣　吏絵 　榎が丘
30 　　〃 　井上　麻佐美 　長津田第二
31 　　〃 　蜂屋　二郎 　すみれ
32 　　〃 　岸本　令奈 北部地区所属
33 　　〃 　細井　貴裕 　鉄
34 　理事 　技術委員長 　結城　みゆき 　すみれ
35 　　〃 　技術副委員長 　南本　和宏 　片倉
36 　　〃 　技術副委員長 　佐藤　有香 　YAMASHITA
37 　技術委員 　上野　秋雄 　山田
38 　　〃 　林　靖人 　三ッ沢
39 　　〃 　平塚　美宇 　レッズ宮前
40 　　〃 　横溝　直樹 　鉄
41 　　〃 　早川　美悠 　鉄
42 　理事 　広報委員長 　平塚　智 　レッズ宮前
43 　　〃 　広報副委員長 　横山　雄介 　二谷
44 　広報委員 　鈴木　健一 　もえぎ野
45 　　〃 　鈴木　利忠 　菊名
46 　　〃 　佐藤　憲明 　荏田西
47 　理事 　財務委員長 　木村　聡子 　山内
48 　　〃 　財務副委員長 　西ヶ谷　桂子 　菊名
49 　　〃 　財務副委員長 　安野　暢宏 　鴨志田緑
50 　財務委員 　中村　康子 　北部地区所属
51 　　〃 　加藤　幸博 　駒岡
52 　　〃 　鮒子田　順一 　森の台
53 　　〃 　木村　乃絵 　師岡
54 　　〃 　赤沼　誉典 　鴨志田緑
55 　　〃 　中山　敬介 　羽沢南
56 　保護者会代表 　前田　尚浩 　鉄

57 　会計監査 　前保護者会代表 　稲葉　由希恵 　鉄
58 　保護者会代表 　前田　尚浩 　鉄

役員名

　　〃

　　〃
　　〃

　保護者会

　会長

　　〃

総
　
務

競
　
技

審
　
判

技
　
術

広
　
報

　理事長
　副理事長
　　〃

財
　
務

2022年度　横浜支部北部地区　役員（案） 



北部地区役割 氏名 チーム

1 　理事長 　海老原　寿佳 　菊名
2 　副理事長 　藤木　甲奈 　榎が丘
3 　競技副委員長 　長澤　元 　篠原
4 　　〃 　椎屋　英二 　森の台
5 　審判委員長 　中島　定治 　長津田第二
6 　審判副委員長 　津島　周平 　山内
7 　　〃 　榛澤　直行 　駒岡
8 　技術委員長 　結城　みゆき 　すみれ
9 　副理事長 　奥山　紀子 　菊名
10 　技術副委員長 　佐藤　有香 　YAMASHITA
11 　広報委員長 　平塚　智 　レッズ宮前
12 　総務副委員長 　小林　禎 　片倉
13 　財務委員長 　木村　聡子 　山内
14 　財務副委員長 　西ヶ谷　桂子 　菊名
15 　御代川　昌史 　三ツ沢
16 　会計監査 　前田　尚浩 　鉄

　会計監査

横浜支部・県U12部会役割

　保護者会代表

　広報副委員長

　財務委員
　渉外普及委員

　　〃

　　〃

　　〃

横浜支部・神奈川県U12部会　役員（北部地区関係）

　副理事長
　北部地区代表

　技術委員
　　〃

　競技委員

　審判委員
　　〃

　　〃


